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【重要なお知らせ】新型コロナウィルス感染症の拡大に伴う令和３年４月入学岩手大学大学院 

総合科学研究科（修士課程）理工学専攻の入学者選抜方法の変更について 

 

 新型コロナウィルス感染症の拡大状況を踏まえ，令和３年４月入学岩手大学大学院総合科学研究科（修

士課程）理工学専攻の推薦入試及び第１期募集の入学者選抜方法を次のとおり変更します。 

 なお，令和３年４月入学第２期入学者選抜については，今後の状況を踏まえながら判断し，本学ホーム

ページ（https://www.iwate-u.ac.jp/admission/graduate/info.html）で公表します。 

 また，今後の状況によっては，さらに実施方法，試験日程等変更する場合があります。変更する場合は，

本学ホームページで公表します。 

 

 

外国語（英語）について（TOEIC Listening ＆ Reading Test のスコア） 

○対象となる入試及びコース 

【一般入試】 

対象となるコース：全てのコース 

【社会人入試】 

 対象となるコース：生命科学コース及びデザイン・メディア工学コース 

【外国人留学生入試】 

 対象となるコース：生命科学コース，機械・航空宇宙コース及びデザイン・メディア工学コース 

○スコア提出 

  「TOEIC Listening ＆ Reading Test のスコアに基づいて成績を評価」することとしておりましたが，

「TOEIC Listening ＆ Reading Test 又は TOEFL iBT テストのスコアに基づいて成績を評価」するこ

ととします。 

出願の際は，以下のいずれかを提出してください。 

・TOEIC Listening ＆ Reading Test の Official Score Certificate（公式認定証）の原本 

・TOEIC－IP（カレッジ TOEIC などとも呼ばれる。）の Listening ＆ Reading Test のスコアレポー

ト（個人成績表）の原本 

・TOEFL iBT の Official Score Report（公式スコアレポート）又は Test Taker Score Report（受験

者用控えスコアレポート）の原本 

・TOEFL iBT Special Home Edition の Official Score Report（公式スコアレポート）又は Test 

Taker Score Report（受験者用控えスコアレポート）の原本 

※TOEFL iBT Special Home Edition などを受験した者で，出願書類提出時にスコアレポートの

提出ができない場合は，My TOEFL Home からダウンロードした Test Taker Score Report を

提出し，後日，スコアレポートの原本を提出してください。 

○スコアの有効期限 

スコアの有効期限を，「試験初日から遡って３年以内に受験したもの」としておりましたが，「３年以内」 

を「４年以内」に変更します。 

 

 

 ○対象となる入試及びコース 

【推薦入試】 

 対象となるコース：物質化学コース，生命科学コース及びデザイン・メディア工学コース 

 ○スコア提出 

   TOEIC スコアの提出は不要です。提出されても TOEIC スコアは判定には使用しません。 

 

 

デザイン・メディア工学コースのプレゼンテーション試験について 

 遠隔地からの受験者で希望する者は，試験会場ではなくスカイプ等を用いて受験者の自宅，所属大

学，勤務先等と岩手大学を繋いでプレゼンテーション試験を行うこともできることとしました。 
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今回の変更により，令和３年４月入学学生募集要項を以下のとおり変更します。 

募集要項の変更箇所 変更前 変更後 

８ページ「（４）出願書類

等」の TOEIC Listening 

＆ Reading Test 公式ス

コア 

 

注） 

【第１期募集】のみ変更 

TOEIC Listening ＆ Reading Test 公

式スコア 

TOEIC Listening ＆ Reading Test 又

は TOEFL iBT テストの公式スコア 

 

変更点 

 TOEFL iBT の追加 

１０ページ「（1）試験実施

科目等」の表下の注 1） 

※スコアの有効期限の記

載は１２ページ 

 

注） 

【第１期募集】のみ変更 

TOEIC Listening & Reading Test の

スコアに基づいて成績を評価します。 

TOEIC Listening & Reading Test の

Official Score Certificate（公式認定

証）又は TOEIC-IP（カレッジ TOEIC

などとも呼ばれる。）の Listening & 

Reading Test のスコアレポート（個人

成績表）の原本を，提出してください。

原本は，受験票送付時に返送します。

その際，証明書の大きさによっては折り

曲げることがあります。証明書の折り曲

げを避けたい方は，住所・氏名を記入

し切手を貼った返信用封筒を同封して

ください。 

スコアの有効期限は試験初日から遡

って３年以内に受験したものとします。 

TOEIC Listening & Reading Test 又

は TOEFL iBT テストのスコアに基づい

て成績を評価します。 

TOEIC Listening & Reading Test の

Official Score Certificate（公式認定

証），TOEIC-IP（カレッジ TOEIC など

とも呼ばれる。）の Listening & Reading 

Test のスコアレポート（個人成績表），

TOEFL iBT（TOEFL iBT Special 

Home Edition を含む）の Official Score 

Report（公式スコアレポート）又は Test 

Taker Score Report（受験者用控えスコ

アレポート）のいずれかの原本を，提出

してください。原本は，受験票送付時

に返送します。その際，証明書の大き

さによっては折り曲げることがあります。

証明書の折り曲げを避けたい方は，住

所・氏名を記入し切手を貼った返信用

封筒を同封してください。 

スコアの有効期限は試験初日から遡

って４年以内に受験したものとします。 

 

変更点 

①TOEFL-iBT の追加 

②スコアの有効期限を「３年以内」から

「４年以内」に変更 

１２ページ「(2) 試験の日

時・会場」の表下の注１） 

※記載は１４ページ 

 

注） 

【第１期募集】のみ変更 

デザイン・メディア工学コースのプレ

ゼンテーション試験の開始時刻は，受

験者によって異なります。受験票を送

付する際に，試験開始時刻を通知しま

すので，必ず確認してください。 

デザイン・メディア工学コースのプレ

ゼンテーション試験の開始時刻は，受

験者によって異なります。受験票を送

付する際に，試験開始時刻を通知しま

すので，必ず確認してください。 

また，遠隔地からの受験者で希望す

る者は，試験会場ではなくスカイプ等を

用いて受験者の自宅，所属大学，勤務

先等と岩手大学を繋いでプレゼンテー

ション試験を行うこともできます。希望

する場合は出願時に申請してくださ

い。 

 

変更点 

 遠隔地からの受験者で希望する者

は，出願時に申請することにより，スカイ

プ等を用いてプレゼンテーション試験を
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募集要項の変更箇所 変更前 変更後 

実施すること。  

２０ページ「（４）出願書類

等」の TOEIC Listening 

＆ Reading Test 公式ス

コア欄 

TOEIC Listening ＆ Reading Test 公

式スコア 

 

物質化学コース，生命科学コース及び

デザイン・メディア工学コースに出 

願する者は，10 ページの注１）を参照

してください。 

欄を削除 

２２ページ「４ 選抜方法」 入学者の選抜は，学力検査（外国語

及び口頭試問）， 

入学者の選抜は，学力検査（口頭試

問）， 

 

変更点 

 外国語の削除 

２２ページ「(1)試験実施

科目等」の「物質化学コ

ース，生命科学コース」

欄 

面接，口頭試問及び外国語（英語）（注

１） 

面接及び口頭試問 

 

変更点 

 外国語（英語）（注１）の削除 

２２ページ「(1)試験実施

科目等」の「デザイン・メ

ディア工学コース」欄 

プレゼンテーション試験（注２）及び外

国語（英語）（注１） 

プレゼンテーション試験（注） 

 

変更点 

①外国語（英語）（注１）の削除 

②（注２）を(注)に変更 

２２ページ「(１) 実施科目

等」の表下の注１） 

 

注１）物質化学コース，生命科学コー

ス，デザイン・メディア工学コースの

外国語（英語）の内容については， 

１０ページの注１）を参照してくださ

い。 

削除 

２２ページ「(１) 実施科目

等」の表下の注２） 

 

注２） 注） 

 

変更点 

 注 2）を注）に変更 

２２ページ「(2) 試験の日

時・会場」の表下の注 1） 

 

デザイン・メディア工学コースのプレ

ゼンテーション試験の開始時刻は，受

験者によって異なります。受験票を送

付する際に，試験開始時刻を通知しま

すので，必ず確認してください。 

デザイン・メディア工学コースのプレ

ゼンテーション試験の開始時刻は，受

験者によって異なります。受験票を送

付する際に，試験開始時刻を通知しま

すので，必ず確認してください。 

また，遠隔地からの受験者で希望す

る者は，試験会場ではなくスカイプ等を

用いて受験者の自宅，所属大学，勤務

先等と岩手大学を繋いでプレゼンテー

ション試験を行うこともできます。希望

する場合は出願時に申請してくださ

い。 

 

変更点 

 遠隔地からの受験者で希望する者

は，出願時に申請することにより，スカイ

プ等を用いてプレゼンテーション試験を

実施すること。  

 

２６ページ「（４）出願書類

等」の TOEIC Listening 

TOEIC Listening ＆ Reading Test 公

式スコア 

TOEIC Listening ＆ Reading Test 又

は TOEFL iBT テストの公式スコア 
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募集要項の変更箇所 変更前 変更後 

＆ Reading Test 公式ス

コア 

 

注） 

【第１期募集】のみ変更 

 

 

変更点 

 TOEFL iBT の追加 

２８ページ「(2) 試験の日

時・会場」の表下の注１） 

※記載は３０ページ 

 

注） 

【第１期募集】のみ変更 

デザイン・メディア工学コースのプレ

ゼンテーション試験の開始時刻は，受

験者によって異なります。受験票を送

付する際に，試験開始時刻を通知しま

すので，必ず確認してください。 

デザイン・メディア工学コースのプレ

ゼンテーション試験の開始時刻は，受

験者によって異なります。受験票を送

付する際に，試験開始時刻を通知しま

すので，必ず確認してください。 

また，遠隔地からの受験者で希望す

る者は，試験会場ではなくスカイプ等を

用いて受験者の自宅，所属大学，勤務

先等と岩手大学を繋いでプレゼンテー

ション試験を行うこともできます。希望

する場合は出願時に申請してくださ

い。 

 

変更点 

 遠隔地からの受験者で希望する者

は，出願時に申請することにより，スカイ

プ等を用いてプレゼンテーション試験を

実施すること。  

３４ページ「（４）出願書類

等」の TOEIC Listening 

＆ Reading Test 公式ス

コア 

 

注） 

【第１期募集】のみ変更 

TOEIC Listening ＆ Reading Test 公

式スコア 

TOEIC Listening ＆ Reading Test 又

は TOEFL iBT テストの公式スコア 

 

変更点 

 TOEFL iBT の追加 

３６ページ「(2) 試験の日

時・会場」の表下の注１） 

※記載は３８ページ 

 

注） 

【第１期募集】のみ変更 

デザイン・メディア工学コースのプレ

ゼンテーション試験の開始時刻は，受

験者によって異なります。受験票を送

付する際に，試験開始時刻を通知しま

すので，必ず確認してください。 

デザイン・メディア工学コースのプレ

ゼンテーション試験の開始時刻は，受

験者によって異なります。受験票を送

付する際に，試験開始時刻を通知しま

すので，必ず確認してください。 

また，遠隔地からの受験者で希望す

る者は，試験会場ではなくスカイプ等を

用いて受験者の自宅，所属大学，勤務

先等と岩手大学を繋いでプレゼンテー

ション試験を行うこともできます。希望

する場合は出願時に申請してくださ

い。 

 

変更点 

 遠隔地からの受験者で希望する者

は，出願時に申請することにより，スカイ

プ等を用いてプレゼンテーション試験を

実施すること。  

 


